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阿字ケ浦

磯崎の畑では麦が青々してきました
（3/15）

春の行楽は
湊 線 で！

阿字ヶ浦駅〜海浜公園海浜口 4月21日㈯〜5月13日㈰ 毎日運行

ネモフィラ シャトルバス運行
無料

最速！勝田駅から約50分で「みはらしの丘」

国営ひたち海浜公園の「ネモフィラハーモニー」が間もなく始まりま
す。海浜鉄道では4 月21 日㈯から5 月13 日㈰までの期間中毎日、阿
字ヶ浦駅から同公園海浜口まで無料のシャトルバスを湊線の発着時間に
合わせて、午前 9 時から午後 5 時までの時間帯に運行（4/28〜5/6 は
午前 7 時半から）
します。
会期中は周辺道路は年間で最も大渋滞が予想されます。湊線利用が
一番早くて確実にネモフィラの咲く
「みはらしの丘」
に到着できます。入
園券付湊線一日フリー切符（大人 1,100 円、65 歳以上 1,000 円）
を
購入すれば、同公園で入園券購入の列に並ぶことなく入場ができます。
フリー切符は湊線各駅で乗り降りが自由なので買い物などにも便利で
す。湊線のみの一日フリー切符は大人 900 円、小人 450 円です。
■4 月 1 日から海浜公園の入園料が高校生以
上 450 円（現行 410 円）小中学生は無料（同
80 円）になります。65 歳 以 上は今まで通り
210 円です。

■虎塚古墳壁画春季公開

国 指 定 史 跡 の 虎 塚 古 墳 壁 画 が 3/29 ㈭〜
4/1 ㈰と、4/5 ㈭〜4/8 ㈰に春季一般公開さ
れます。公開時間は 9:00〜16:30（昼休みあ
り）同古墳へは中根駅から徒歩約 25 分、古墳
周辺の桜の花も見ごろになります。

おかげさまで 開業10周年
ひたちなか海浜鉄道は、4 月 1 日に開業 10 周年
の大きな節目を迎えます。地域の方々や国県市、湊
線を愛する多くの人たちに支えられて、廃線の危機
や大震災による長期間の運休などを乗り越え、新駅
の開業、乗客年間 100 万人目前、さらに延伸計画
の進行など開業時には誰も予測できなかった大きな
成長を遂げることができました。開業後も変わらない
皆様のご支援ご協力に深く感謝いたします。

中根駅の「大漁桜」が
見事に咲きました

応援団は阿字ヶ浦駅・キハ222で写真展
10 周年記念祭に合わせて、応援団と鉄道写真家
たちが写真展を 5/12 ㈯・13 ㈰に阿字ヶ浦駅構内
の旧型車キハ 222 の車内で開催します。テーマは
「好
きです！湊線」
です。ご期待ください。

入学・進学おめでとうございます。湊線で通学している那珂湊高校と海洋
高校の 2 年生ふたりに通学の楽しみを寄稿していただきました。

海洋高校 2年

小 澤 勇 輝

さん

私が湊線を利用してもうすぐ２年がたちます。
新入生として初めて湊線に乗った４月は，とても
怖い思いをしながら登校したのを覚えています。常
磐線から小さな湊線に乗り換えると、車内は海洋
高校や那珂湊高校の生徒で賑やかでしたが、私は
遠方から来ているため孤独でした。私以外の全員
が友達同士のように思えました。
「怖い思い」の原
因はそれでした。入学して数週間がたち、列車の乗り降りもスムーズにい
くようになっても、その思いにあまり変化はありませんでした。
その思いに劇的な変化があったのは，部活動に加入してからです。下
校の時はいつも先輩達と一緒に帰り、静かだった帰り道も、一人立ってい
た列車の中も今までとは全く違うものとなりました。車内はこんなに温かみ
のあるものだと初めて気が付きました。そして窓からはこんなに景色が開
けていることを初めて目の当たりにする事が出来ました。それからは今でも
楽しく登下校をしています。高校では列車通学で世界が広がると考えてい
ましたが、その入り口が湊線であったことにとても感謝しています。
部活の先輩との出会いが湊線を身近のものにしてくれました。そして、
湊線だからこそ先輩達との美しい思い出を作ることができ、人生に彩りを
与えてくれました。今度は私が後輩たちに湊線の魅力を伝える役目をしな
くてはと考えています。

那珂湊高校 2年

伊 藤 杏 奈

さん

地元の皆に愛されている湊線。CM やドラマの

5月13日㈰ 海浜鉄道10周年記念祭

海浜鉄道の 10 周年記念祭
が、5 月 13 日 ㈰ 午 前 10 時
〜午後 3 時に那珂湊駅をメイ
ン会場に開催されることが決ま
りました。当日は那珂湊商店
街で「みなと再発見フェス」も
開催されます。記念祭のイベ
ント情 報は海 浜 鉄 道 HP で 随
時更新されます。

湊 線 通 学 し て ま す

2011 年の震災で長期間運休した間に、応援団や地元
のみなさんの協力により、中根駅のホームや土手の大掛
かりな植栽整備をしたのが実って、今年は大きく成長した
早咲きの「大漁桜」が見事に咲きました。3 月 17 日頃には
満開になり、応援団では海浜鉄道の協力を得て、17 日か
ら25 日までの好天日に夜桜のライトアップをおこないまし
た。
22 日夜のライトアップでは、前日の雨で付近の田んぼ
に水が溜まり、幻想的な夜桜と列車の「水鏡」
が出現しまし
た。通りかかった人も車から降り、感嘆の声をあげていま
した。

ロケ地として使われることも多く、地方や県外から
の観光客が増えてきました。また、各駅のオリジナ
ル駅名標を撮りに来る人も良く見かけます。
季節によってバレンタイン列車や絵手紙列車など
車内の雰囲気が変わり、それぞれの楽しみがある
のも魅力の一つです。中でも私が一番好きな季節
は冬のデザインです。冬は駅のイルミネーションや列車を降りたら見えるク
リスマスツリーがとてもきれいです。
通学でもお世話になっている湊線。これからも、たくさんの人に愛され
る湊線であってほしいです。

超割安！
「年間通学定期券」

水戸芸術館ACM劇場プロデュース公演 決定

9月に湊線を題材に演劇

★★ 新学期からの通学にはこの1枚がおトク ★★

120日分の運賃で
クレジット払い可能 みんなのカードポイントも
1年間利用できます。 紛失しても再発行。 大量に貯まります。

水戸芸術館 ACM 劇場では、9 月 21 日から24 日ま
で同劇場で湊線を題材にした演劇「海辺の鉄道の話」の
公演をおこないます。脚本・演出は詩森ろば（しもり・
ろば）
さん。
このほど俳優陣とともに海浜鉄道と応
※朝8：30（中根駅と高田の鉄
援団の取材に訪れました＝写真中央。詩
橋駅は、8：00）から実施し
森さんは
「地域の話を書くのが好き。湊線
ます。5月から中根駅は7：3
4月1日
（日） 5月6日
（日）
駅名
■4月1日（日）
のこの 10 年の変化を誰もが楽しめる作品
0開始です。
午前9時〜11時頃まで
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班 ※那珂湊駅西側のはまぎく花
野菜の高騰で大人気。お出かけはお早
にしたい」
と意欲を語っていました。
めに。ホームへの入場は無料です。
■那珂湊駅1番線ホーム
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
壇の除草作業は、 5/19、
7/14、10/13の各土曜日
神敷台
湊中央
に実施します。ご協力をお
湊本町
那珂湊 部田野小谷金
願いいたします。
十三奉行
商店街
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町 ※平成30年度の駅清掃当番 ★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
表を各 自 治 会 長さんにお
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
配りしました。 自治会長さ
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
んが交代する自治会は応援
磯 崎
磯崎町自治会
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
団事務局までお知らせくだ
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
阿字ケ浦
阿字ケ浦自治会
さい。
などで優待があります。

野菜と干物の朝市
毎月第一日曜日に開催

駅の環境整備 いつもありがとうございます

「乗車証明書」
でおトク!

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,740名を達成しました!

【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
※「ひたちなか海浜鉄道」
「おらが湊鉄道応援団facebook」でそれぞれ検索もできます。

ひたちなか海浜鉄道 那珂湊駅 ひたちなか市釈迦町22-2
TEL 029-262-2361 FAX 029-262-5866

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団

★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
★参加店は那珂湊駅待合室に置かれたチラシ、証明
書に印刷された QRコード、海浜鉄道 HPまたは応
援団 facebook ページでご確認ください。
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。

〒311-1222 茨城県ひたちなか市海門町2-8-13（ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）
TEL 029-263-7811 FAX 029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp

